
貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　　　（東京都）

H29.12.14
市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）

株式会社森田商運 本社営業所 東京都足立区綾瀬２－２２－１５ 03-3603-1616

八千代運輸有限会社 本社 東京都足立区伊興１－６－２０ 03-3897-5221

アートコーポレーション株式会社 足立営業所 東京都足立区伊興本町１－１６－２９ 03-3896-0123

柳田運輸株式会社 本社営業所 東京都足立区一ツ家１－２－１８ 03-3859-1055

江陽運送株式会社 本社営業所 東京都足立区一ツ家２－７ 03-3885-3685

有限会社第一キャリー 本社 東京都足立区加賀２－１０－６ 03-3854-3111

関東急行運輸株式会社 本社 東京都足立区加賀２－２７－１３ 03-3857-0511

國際輸送株式会社 足立 東京都足立区加賀２－２８－１６ 03-5647-2951

加藤運輸株式会社 足立営業所 東京都足立区加平３－８－１０ 03-3606-2181

東立運輸株式会社 本社営業所 東京都足立区花畑３－４０－１５ 03-3884-2321

株式会社システムライン 本社営業所 東京都足立区花畑６－１５－１ 03-5686-0039

栗通運輸株式会社 本社営業所 東京都足立区皿沼２－５－１０－１０４ 03-3899-0003

ヤマト運輸株式会社 王子支店 東京都足立区新田１－９－１ 080-5451-7243

ヤマト運輸株式会社 足立支店 東京都足立区西保木間３－７－１ 080-5068-3220

有限会社仲運送 本社 東京都足立区千住大川町３４－７ 03-3879-7211

ヤマト運輸株式会社 足立江北支店 東京都足立区扇２－２７－３１ 080-5451-5810

株式会社丸勝輸送 本社営業所 東京都足立区竹の塚５－１２－７ 03-3883-7526

ワカバ運輸株式会社 本社営業所 東京都足立区東伊興１－７－１５ 03-5647-6270

株式会社石和 本社 東京都足立区南花畑１－１３－９ 03-3860-0601

株式会社Ｎ・フレートシステム 本社営業所 東京都足立区入谷３－１－１ 03-3897-1920

株式会社黒姫 本社営業所 東京都足立区入谷３－９－１８ 03-3896-7111

トナミ運輸株式会社 足立支店 東京都足立区入谷６－１－１ 03-3855-2271

近物レックス株式会社 足立支店 東京都足立区入谷６－１－１　公共ターミナル 03-3855-1541

弘済運輸株式会社 足立営業所 東京都足立区入谷６－２－１ 03-5838-1700

新生物流株式会社 足立営業所 東京都足立区入谷６－２－３ 03-3855-8261

株式会社サンケイ城北広告社 本社 東京都足立区入谷７－３－９ 03-3855-6511

春木運輸株式会社 本社営業所 東京都足立区梅田３－１１－１２ 03-6807-2602

マルタネ運輸有限会社 本社 東京都足立区梅田３－２９－７ 03-6806-3514

石山運送株式会社 本社営業所 東京都足立区保塚町６－１２ 03-3885-2934

大徳運輸株式会社 本社営業所 東京都足立区保木間４－１１－９　コーポスガ２０１ 03-3520-1951

タカセ運輸倉庫株式会社 本社営業所 東京都足立区保木間４－５５－１２ 03-5242-1841

株式会社樋口物流サービス 関東支店 東京都足立区堀之内２－１５－８ 03-5647-1670

株式会社東日本物流サービス 東京営業所 東京都荒川区西日暮里２－５５－１ 03-3803-7540

ヤマト運輸株式会社 文京支店 東京都荒川区西日暮里６丁目６５番１号 080-5045-9950

株式会社サンウェイ 本社 東京都荒川区東日暮里４－２－１７ 03-3891-5685

アサヒ産業株式会社 本社営業所 東京都荒川区東尾久１－２３－１０ 03-3895-3636

板橋区 株式会社興真運送 本社営業所 東京都板橋区宮本町３５－１５ 03-3969-9377

足立区

荒川区

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 1／11　ページ



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
株式会社マルホ運輸 本社 東京都板橋区幸町３５－７ 03-3955-6781

不退運輸株式会社 本社営業所 東京都板橋区高島平２－１５－１１－３０１ 03-3550-3995

山陽自動車運送株式会社 板橋営業所 東京都板橋区高島平６－１－１ 03-3938-5230

株式会社丸一物流 本社営業所 東京都板橋区高島平６－１－１ 03-5967-5381

トナミ運輸株式会社 板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１ 03-3979-1073

トールエクスプレスジャパン株式会社 板橋支店 東京都板橋区高島平６－１－１ 03-3938-0070

愛知陸運株式会社 板橋営業所 東京都板橋区高島平６－１－１ 03-5968-5011

中央陸運株式会社 本社営業所 東京都板橋区高島平６－２－８ 03-3979-3301

ＪＰトランスポートサービス株式会社 板橋営業所 東京都板橋区高島平６－４ 03-5878-1260

山一運輸株式会社 本社営業所 東京都板橋区高島平９－２８－１２ 03-3935-0033

株式会社アドバンス芙蓉 本社営業所 東京都板橋区坂下３－３７－８ 03-3967-2130

株式会社フジサービス 本社営業所 東京都板橋区坂下３－３７－８ 03-3969-1366

北星運輸株式会社 本社営業所 東京都板橋区志村３－１７－２３ 03-3932-3251

株式会社野地輸送 本社営業所 東京都板橋区舟渡１－１７－５ 03-3967-4261

豊田運送株式会社 本社営業所 東京都板橋区小豆沢１－９－４ 03-3966-0233

ヤマト運輸株式会社 板橋小茂根支店 東京都板橋区小茂根３－４ 080-5421-1514

ヤマト運輸株式会社 板橋支店 東京都板橋区新河岸２－２－７ 080-5421-1412

株式会社イワショウ 本社営業所 東京都板橋区赤塚４－３２－２１ 03-3938-7049

ヤマト運輸株式会社 板橋前野町支店 東京都板橋区前野町６－８－２４ 080-6699-5743

山脇商事株式会社 本社営業所 東京都板橋区双葉町２９－１０ 03-5944-3013

大山運送株式会社 本社 東京都板橋区大山東町１６－２ 03-3961-5277

北斗システム輸送株式会社 本社営業所 東京都板橋区中台３－２３－２５ 03-3935-1677

高運送株式会社 本社営業所 東京都板橋区東新町２－２２－１０ 03-3956-8685

谷地運送株式会社 本社営業所 東京都板橋区板橋１－５５－１１（ブルースカイ１０１） 03-3916-2234

有限会社丸勝運輸 本社営業所 東京都江戸川区鹿骨１－１１－１０ 03-3679-9513

ヤマト運輸株式会社 一之江１丁目センター 東京都江戸川区一之江１－３－１８ 080-5098-3344

株式会社彦新 本社営業所 東京都江戸川区一之江８－１９－６ 03-3653-7575

株式会社山武運輸 本社 東京都江戸川区江戸川３－４０ 03-3677-3424

天山運輸株式会社 本社 東京都江戸川区江戸川５－９－８ 03-3686-5661

ロジスペック株式会社 東京営業所 東京都江戸川区篠崎町１－７－２３ 03-5664-6339

株式会社ロンド 本社営業所 東京都江戸川区春江町２丁目１９番６号 03-3676-6380

株式会社論渡物流 本社営業所 東京都江戸川区春江町２丁目１９番８号 03-5879-8901

株式会社引越社関東 東京中央支店 東京都江戸川区松本２－３４－７（４Ｆ） 03-5661-6130

株式会社引越社関東 江戸川支店 東京都江戸川区松本２－３４－７（５Ｆ） 03-5661-6661

有限会社勝己運輸 本社 東京都江戸川区新堀１－１１－６ 03-3676-0076

開星運輸株式会社 本社営業所 東京都江戸川区新堀２－１６－１９ 03-3678-3737

関東輸送株式会社 本社 東京都江戸川区瑞江２－１０－１４ 03-3677-7101

板橋区

江戸川区

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 2／11　ページ



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
株式会社グンリック 東京 東京都江戸川区清新町２－３－７ 03-5659-6071

生沼運送株式会社 本社 東京都江戸川区西一之江２－２５－７ 03-3656-1717

生沼運輸倉庫株式会社 本社営業所 東京都江戸川区西一之江３－３１－２１ 03-3674-1868

アール企画株式会社 本社営業所 東京都江戸川区西葛西８－８－１６ 03-5878-1601

株式会社プレジャー 本社営業所 東京都江戸川区西瑞江５－２０－２ 03-3687-3503

株式会社ウエスト流通 本社営業所 東京都江戸川区大杉３－１５－３ 03-5879-3695

ヤマト運輸株式会社 江戸川中央センター 東京都江戸川区中央２－３－１１ 080-5481-5211

さわだ物流株式会社 本社営業所 東京都江戸川区中葛西１－３１－９ 03-3675-9621

有限会社東晃運輸 本社 東京都江戸川区中葛西５－２４－９ 03-3687-5406

株式会社ワークオンクリエイト 本社営業所 東京都江戸川区中葛西６－９－７ 03-5878-3676

佐久間運送株式会社 本社 東京都江戸川区中葛西７－２０－１１ 03-3680-8107

相川運送有限会社 本社 東京都江戸川区東葛西２－１９－９ 03-3687-1268

アペニンコーポレーション株式会社 東京営業所 東京都江戸川区東葛西３－１７－９ 03-5676-2814

有限会社明鉄運輸 本社 東京都江戸川区東葛西４－１２－６ 03-3687-7141

有限会社湊運輸 本社 東京都江戸川区東葛西５－４９－９ 03-3680-9318

株式会社共同 本社営業所 東京都江戸川区東小岩５－２－２ 03-3672-5075

小島運送株式会社 本社 東京都江戸川区南葛西１－１３－１５ 03-3687-5571

有限会社ケーズワークス 本社営業所 東京都江戸川区南葛西２－２４－１０ 03-6803-1591

明野運輸株式会社 本社営業所 東京都江戸川区南葛西３－１５－５ 03-3686-5222

有限会社ハイ・ケイチク 本社営業所 東京都江戸川区南小岩５－１７－２１ 03-3657-6078

株式会社エムティーロジ 本社営業所 東京都江戸川区北葛西２丁目１２番２９号 03-5676-7088

ファースト運輸株式会社 本社 東京都江戸川区北葛西５－１７－４ 03-3686-2521

東京ロジスティック株式会社 本社営業所 東京都江戸川区北葛西５－１９－２２－２Ｆ 03-3686-0681

有限会社新藤運輸商事 本社 東京都江戸川区北葛西５－２３－１２ 03-3687-5426

株式会社ディーライン 本社営業所 東京都江戸川区北葛西５－２８－２１ 03-3680-4837

ヤマト運輸株式会社 北小岩センター 東京都江戸川区北小岩１－１６－５ 080-5068-2650

丸天運送株式会社 葛西営業所 東京都江戸川区臨海町３－５－１ 03-3877-2111

株式会社岩瀬運輸機工 本社営業所 東京都江戸川区臨海町４－２－１ 03-3878-3311

松岡満運輸株式会社 東京支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-3869-4511

福山通運株式会社 東京江東店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-5667-4817

福井貨物自動車株式会社 東京支店 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 03-3878-3155

安房運輸株式会社 葛西営業所 東京都江戸川区臨海町６－１ 03-5667-4191

アートコーポレーション株式会社 葛西営業所 東京都江戸川区臨海町６－３－４ 03-5659-0123

株式会社共進エキスプレス 本社営業所 東京都大田区羽田１－１８－１１ 03-3745-3415

ヤマト運輸株式会社 羽田クロノゲート 東京都大田区羽田旭町１１－１ 03-6756-7165

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社
大田営業所

東京都大田区羽田空港３－２－３ 03-5756-6554

大田区

江戸川区

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
株式会社金羊社ロジテム 本社営業所 東京都大田区鵜の木２－８－４ 03-3750-8921

アートコーポレーション株式会社 大田支店 東京都大田区久が原５－２－２０ 03-6410-0123

土長運輸株式会社 本社営業所 東京都大田区京浜島２－１６－７ 03-3799-1800

株式会社エクシング 京浜島 東京都大田区京浜島３－２－１０ 03-3790-2353

株式会社いづみ商事 本社営業所 東京都大田区京浜島３－３－７ 03-5755-6760

佐川急便株式会社 羽田営業所 東京都大田区昭和島１－６－７ 03-5762-0801

株式会社大塚組 本社営業所 東京都大田区城南島４－４－３ 03-3799-7411

ヤマト運輸株式会社 馬込支店 東京都大田区西馬込１－６－７ 03-3772-6330

株式会社吉田運輸機興 本社 東京都大田区西六郷１－３０－９ 03-3734-4530

東邦運送株式会社 本社営業所 東京都大田区多摩川１丁目３６番１２号 03-3758-3206

力運送株式会社 本社営業所 東京都大田区多摩川２－２７－２８ 03-3759-9760

有限会社金剛運輸 本社営業所 東京都大田区大森中３－１９－９ 03-3761-1711

サクラ運送有限会社 本社営業所 東京都大田区大森東４－２７－２ 03-3761-8201

株式会社Ａ１ 本社 東京都大田区大森東４丁目１６番１２－１０１号 03-5767-9919

株式会社引越社関東 大田支店 東京都大田区大森南２－２２－７ 03-6864-2626

ヤマト運輸株式会社 大森南支店 東京都大田区大森南４－１５－１９ 03-3742-7770

ヤマト運輸株式会社 大森北支店 東京都大田区大森北五丁目１２番７号 03-3762-6031

芳和輸送株式会社 本社 東京都大田区東海３－６－７ 03-3799-5191

東電物流株式会社 中央支社 東京都大田区東海４－１－２３ 03-6372-1500

板橋商事株式会社 東京営業所 東京都大田区東海４－３－８ 03-3790-9431

株式会社エムティ輸送 本社営業所 東京都大田区東海５－５－１ 03-3790-8190

近江運送株式会社 本社営業所 東京都大田区東海５－５－９　４階 03-5755-7567

日の出コンテナライン株式会社 大井営業所 東京都大田区東海五丁目５番１号 03-3799-1611

千代川運輸株式会社 本社営業所 東京都大田区東糀谷２－４－１９ 03-0743-8871

ヤマト運輸株式会社 糀谷支店 東京都大田区東糀谷二丁目１１番地５号 03-3742-8171

光新聞運輸株式会社 本社営業所 東京都大田区南馬込５－３０－１１ 03-3776-9505

ヤマト運輸株式会社 大田支店 東京都大田区南六郷１－９－３ 03-3733-8042

甲真運輸株式会社 蒲田営業所 東京都大田区南六郷２－３８－９ 03-3739-2241

松岡満運輸株式会社 京浜営業所 東京都大田区平和島２－１－１ 03-3762-2344

姫路合同貨物自動車株式会社 東京支店 東京都大田区平和島２－１－１ 03-3762-7445

西濃運輸株式会社 京浜ターミナル支店
東京都大田区平和島２－１－１（京浜トラックターミナル
内　京浜１６号棟）

03-5857-7603

近物レックス株式会社 京浜支店 東京都大田区平和島２－１－１［公共ターミナル］ 03-3762-3131

日正運輸株式会社 京浜 東京都大田区平和島３－４－１ 03-3762-9016

株式会社ロジック 東京営業所
東京都大田区平和島３－４－１　東京団地倉庫　管理
棟３４号室

03-6410-8760

大東運輸株式会社 平和島営業所 東京都大田区平和島５－１１－２ 03-3765-5511

大田区

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 4／11　ページ



市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
株式会社ロジパルエクスプレス 平和島営業所 東京都大田区平和島５－３－１ 03-5767-7966

ヤマト運輸株式会社 大井支店 東京都大田区平和島五丁目２番２号 03-5471-7401

エポックトランスポート株式会社 本社営業所 東京都大田区北糀谷２－１５－１９ 03-3766-5941

東邦海陸運輸株式会社 大田営業所 東京都大田区矢口３－１４－４ 03-3750-7740

有限会社キャリーアート 葛飾営業所 東京都葛飾区奥戸４－８－１ 03-6279-5535

アートコーポレーション株式会社 葛飾支店 東京都葛飾区奥戸６－７－１ 03-6837-0123

株式会社サカイ引越センター 京葉支社 東京都葛飾区四つ木５－４－１６ 03-5672-5151

レンゴーロジスティクス株式会社 葛飾営業所 東京都葛飾区小菅４－２－１５ 03-3690-4515

ヤマト運輸株式会社 葛飾水元支店 東京都葛飾区水元２－１８－６３ 080-5045-3229

有限会社すずか梱包運輸 本社 東京都葛飾区東金町７－３７－５ 03-3607-3765

有限会社三興運輸 本社営業所 東京都葛飾区東立石１－７－５ 03-3694-7447

ヤマト運輸株式会社 葛飾支店 東京都葛飾区東立石２－４－５ 080-5045-3625

タキザキロジスティクス株式会社 東葛物流センタ
ー

東京都葛飾区白鳥４－１１－２７ 03-5650-5731

株式会社飯島企画 本社営業所 東京都葛飾区宝町１－９－１３ 03-5670-8782

綜合警備保障株式会社 警送埼玉支社　赤羽営
業所

東京都北区赤羽２－６６－８ 03-3903-5103

金重運送株式会社 本社営業所 東京都北区中十条１－２７－６ 03-3905-7080

神田運送有限会社 本社営業所 東京都北区浮間２－１９－１３ 03-3965-4151

都北運輸株式会社 本社営業所 東京都北区浮間４－２０－６ 03-3965-5011

福山通運株式会社 東京北支店 東京都北区浮間４－２３－１ 03-3966-4171

三和運輸株式会社 本社営業所 東京都北区浮間５－１５－１３ 03-3558-3693

アートコーポレーション株式会社 京北支店 東京都北区浮間５－６－５ 03-3979-0123

有限会社和宏運輸 本社 東京都北区豊島７－９－７ 03-3911-4179

京北倉庫株式会社 本社営業所 東京都北区堀船２－３０－６ 03-3912-2401

水野運送株式会社 本社営業所 東京都北区堀船３－４３－１０ 03-3911-7363

関東紙運輸株式会社 東京営業所 東京都江東区越中島３－５－２０ 03-3642-1936

王子エクスプレス株式会社 東京営業所 東京都江東区越中島３－６－１５ 03-3643-1081

富士共同物流株式会社 運輸事業部　東京営業
所

東京都江東区塩浜２－５－６ 03-3644-4063

有限会社大拓 江東営業所 東京都江東区牡丹３－１９－５ 03-6458-8734

株式会社丸加運送店 本社営業所 東京都江東区亀戸５丁目７番８号 03-3681-2311

アートコーポレーション株式会社 江東営業所 東京都江東区亀戸７－２－１ 03-5628-0123

シンワ運輸東京株式会社 若洲営業所 東京都江東区若洲１－１－１５ 03-3521-8714

日通海運ドレージ株式会社 若洲営業所 東京都江東区若洲１－４－３ 03-5569-1096

東海運株式会社 東京 東京都江東区若洲２－９－１ 03-3521-8670

大田区

葛飾区

北区

江東区
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
佐川急便株式会社 関東航空営業所 東京都江東区新砂１－１２－１４ 03-3615-3001

ＳＢＳロジコム南関東株式会社 新砂支店 東京都江東区新砂１－１３－１１ 03-3615-3175

佐川急便株式会社 東京路線営業所 東京都江東区新砂２－２－１１ 03-5665-5159

名鉄ゴールデン航空株式会社 東京警送営業所 東京都江東区新砂２－４－１７ 03-5635-8523

日本郵便輸送株式会社 江東 東京都江東区新砂２－５－２１ 03-5690-4151

フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 新砂営
業所

東京都江東区新砂３－４－１１ 03-5635-5640

電材運輸株式会社 本社 東京都江東区新砂３－５－３５ 03-3646-9155

ヤマト運輸株式会社 新木場センター 東京都江東区新木場１－１２－４ 080-5068-2600

佐川急便株式会社 墨田営業所 東京都江東区新木場１－１７－４ 03-3521-1010

中越テック株式会社 本社営業所 東京都江東区新木場１－６－２３ 03-3522-2882

株式会社青葉 本社営業所 東京都江東区新木場１－７－１９ 03-3521-4811

株式会社大東運輸 本社営業所 東京都江東区新木場２－１４－１ 03-3521-7311

柳田運輸株式会社 新木場営業所 東京都江東区新木場２－２－５ 03-5569-6291

株式会社ベーシック 本社営業所 東京都江東区新木場２丁目１５番１４号 03-3521-1501

日本興運株式会社 本社営業所 東京都江東区新木場２丁目５番２号 03-3522-6761

有限会社ＤｒｅａｍＫＥＩ 本社営業所 東京都江東区新木場３－９－７ 03-6457-0506

セイノースーパーエクスプレス株式会社 江東営
業所

東京都江東区森下４－１９－１９ 03-3634-4411

株式会社誠和 本社営業所 東京都江東区森下５－７－５ 03-3632-6661

株式会社ヤシマコンテナサービス 東京支店
東京都江東区青海３－２－１７　（株）ワールド流通セン
ター３０５号室

03-3527-8868

福住運送株式会社 本社営業所
東京都江東区青海３－２－１７　ワールド流通センター
２０５

03-3520-2091

大日運輸株式会社 東京営業所 東京都江東区青海４－４－１８　ＴＡＣＳ６Ｆ 03-3599-2520

西多摩運送株式会社 深川物流センター 東京都江東区千石２－１０－１０ 03-3645-2105

杉村運輸株式会社 江東営業所 東京都江東区辰巳２－３－４０ 03-6457-0123

絹川屋運送株式会社 辰巳総合物流センター 東京都江東区辰巳３－１２－２０ 03-3522-0181

システム輸送株式会社 本社 東京都江東区辰巳３－１４－１１ 03-3522-0211

株式会社川口商事 東京営業所 東京都江東区辰巳３－１８－１６　ＫＫＳ　Ｗ／Ｈ　２階 03-3521-8080

八大株式会社 本社営業所 東京都江東区辰巳３－１８－２０ 03-5534-2711

株式会社ヒロカイ東京 本社 東京都江東区辰巳３－２１－１６ 03-3521-2211

東京納品代行株式会社 辰巳センター 東京都江東区辰巳３－６－３ 03-6457-0604

太陽運輸株式会社 東京営業所 東京都江東区辰巳３丁目１６番２０号 03-3522-5070

山本運送株式会社 東京 東京都江東区冬木１５番２０号 050-5549-7791

第一貨物株式会社 東京支店 東京都江東区東雲１－７－３０ 03-3533-1571

株式会社丸運ロジスティクス関東 東雲営業所 東京都江東区東雲２－１２－２７，２－１７－５ 03-3529-5211

江東区
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
株式会社サンノウ 本社営業所 東京都江東区東雲２－１４－３５　２Ｆ 03-5500-6051

松丸工事運輸株式会社 本社営業所 東京都江東区東砂３－２６－１７ 03-3646-0538

村松機工運輸株式会社 本社 東京都江東区東陽１－１８－１７ 03-3647-0303

株式会社ふそう運搬社 東陽町営業所 東京都江東区東陽２－２－１１ 03-6666-3166

ＳＢＳゼンツウ株式会社 江東営業所 東京都江東区南砂２－３６－１ 03-5633-6321

沼尾興業株式会社 本社営業所 東京都江東区北砂５－１７－４２ 03-3648-5411

清興運輸株式会社 有明営業所 東京都江東区有明１－６－１８ 090-4012-8292

株式会社又一 本社営業所 東京都江東区有明４－７－１４ 03-6657-1064

有限会社ハギワラコーポレーション 本社営業所 東京都江東区有明４－８－６ 03-3527-6020

鐵伸運輸株式会社 東京営業所
東京都江東区有明４－８－６　東京港フェリー埠頭ター
ミナルビル４１６

03-3529-6120

ヤマト運輸株式会社 東京ベイ支店 東京都江東区有明四丁目２番地３号 03-5530-5880

株式会社ワンビシアーカイブズ 関東第４センター 東京都品川区勝島１－２－１ 03-3761-2001

日本空輸株式会社 東京流通センター営業所 東京都品川区勝島１－５－２１ 03-5762-7011

東和運送株式会社 本社営業所 東京都品川区東品川１－２９－２７ 03-3450-7561

アートコーポレーション株式会社 港支店 東京都品川区東品川１－３－１０ 03-3474-0123

ハートランス株式会社 東京営業所 東京都品川区東品川３丁目２８番地２５号 03-3450-5998

株式会社タカセ運輸集配システム 本社営業所 東京都品川区東品川４－１３－３４ 03-6433-3577

サンメトロ輸送株式会社 品川営業所 東京都品川区東品川５－６－１ 03-5783-3061

ジェイアール東海物流株式会社 東京引越・物流
センター

東京都品川区東品川５－８－４３ 03-6712-9960

三協運輸株式会社 本社営業所 東京都品川区南品川１－３－１ 03-5783-0851

日本コンテナ輸送株式会社 京浜支店 東京都品川区八潮２－７－８ 03-3790-1421

ヤマト運輸株式会社 新東京主管支店 東京都品川区八潮３－２－３５ 03-3799-6802

株式会社札通ロジスティックス東京 品川営業所 東京都品川区八潮３－３－１０ 03-5755-7615

ＳＢＳロジコム株式会社 東京貨物ターミナル支
店

東京都品川区八潮３－３－２２ 03-3790-0651

株式会社丸和通運 東京貨物ターミナル支店 東京都品川区八潮３－３－２２ 03-3790-9272

株式会社チュウツウ 品川営業所 東京都品川区八潮３－３－２２ 03-3799-1230

株式会社丸運ロジスティクス関東 東京営業所 東京都品川区八潮３－３－２２　３階 03-3790-0601

有限会社トーワ・デリバリー 本社営業所 東京都新宿区山吹町３５８－３ 03-3269-1601

ＳＢＳロジコム株式会社 新宿支店 東京都新宿区新宿５－１１－５ 03-3341-4410

ヤマト運輸株式会社 新宿支店 東京都新宿区百人町１－１８－３ 03-3365-3718

アイユーシー株式会社 本社営業所 東京都杉並区上井草２－２－２ 03-5311-1610

株式会社オータカ 本社営業所 東京都杉並区堀之内３－３７－５ 03-3315-7151

ヤマト運輸株式会社 杉並和泉支店 東京都杉並区和泉２－１４－１ 03-3325-5421

墨田区 墨東企業運輸株式会社 本社営業所 東京都墨田区横川３－６－１ 03-3622-7181

江東区

品川区

新宿区

杉並区
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
ヤマト運輸株式会社 墨田東支店 東京都墨田区東墨田２－３－２６ 080-5045-7652

株式会社凌雲物流 本社営業所 東京都墨田区墨田４－５－１ 03-3612-0111

有限会社風間運送店 本社営業所 東京都墨田区立花４－１５－１５ 03-3618-2711

清興運輸株式会社 本社 東京都墨田区立花５－１９－６ 03-3613-5112

株式会社ロジリンク 本社 東京都世田谷区鎌田４－１８－１５ 03-5494-7030

ＳＢＳロジコム南関東株式会社 ファシリティ支店 東京都世田谷区喜多見７－３５－２１ 03-3749-4961

アートコーポレーション株式会社 世田谷南支店 東京都世田谷区玉堤２丁目２番２１号 03-6703-0123

株式会社ひがの運送 本社営業所 東京都世田谷区弦巻４－１１－１０ 03-5477-3111

ちとせ運送株式会社 本社営業所 東京都世田谷区赤堤３－３３－６ 03-3325-5786

株式会社スリーエス・サンキュウ 世田谷営業所 東京都世田谷区千歳台２－３１－１３ 03-3789-4439

株式会社サカイ引越センター 世田谷支社 東京都世田谷区等々力２－３７－４ 03-5752-1141

トランコムＤＳ株式会社 粕谷営業所 東京都世田谷区粕谷３－９－５ 090-6573-0062

アートコーポレーション株式会社 世田谷支店 東京都世田谷区北烏山３丁目２番１号 03-5314-0123

佐川急便株式会社 世田谷用賀営業所 東京都世田谷区用賀１－１５－２３ 03-5491-5490

松本運送有限会社 本社営業所 東京都台東区浅草５－６５－３ 03-3872-2782

ヤマト運輸株式会社 東上野支店 東京都台東区東上野１－２６－４ 080-5045-9937

株式会社スリーエス・サンキュウ 勝どき営業所 東京都中央区勝どき６－５－３ 03-3536-9639

中央運送株式会社 本社営業所 東京都中央区築地５－２－１ 03-3543-3108

八光社梱包運輸株式会社 本社 東京都中央区日本橋茅場町２－８－１ 03-3668-8500

株式会社丸周運送 本社営業所 東京都中央区入船１－４－７ 03-3551-0585

株式会社東発 豊海営業所 東京都中央区豊海町６－４ 03-3533-0571

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 丸の内営業所東京都千代田区神田司町２－８－３ 03-5296-1133

有限会社篠﨑運送店 本社営業所 東京都千代田区神田神保町２－５ 03-3261-1391

宝運送株式会社 本社営業所 東京都千代田区神田神保町３－２ 03-3261-3905

千秋運送有限会社 本社 東京都中野区江古田２－６－７ 03-3385-7387

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 新宿営業所東京都中野区南台５－２７－３２ 03-5342-2680

安房運輸株式会社 中野営業所 東京都中野区弥生町１－２２－１５ 03-3372-4550

株式会社武蔵野 本社営業所
東京都中野区弥生町２－５１－５　田中マンション１階
１０２

03-5340-7647

ヤマト運輸株式会社 井草支店 東京都練馬区下石神井４－２１９－８ 03-3904-6054

アートコーポレーション株式会社 東京北営業所 東京都練馬区高松３－５－７ 03-3999-0123

株式会社商運サービス 本社営業所 東京都練馬区高松５－１４－８ 03-3996-1502

ヤマト運輸株式会社 高野台支店 東京都練馬区高野台３－２３１５ 03-3904-6413

新富運輸株式会社 本社営業所 東京都練馬区西大泉５－２３－７ 03-3921-2226

株式会社アクセス・トランスポート 本社 東京都練馬区中村２－３１－５ 03-3999-9811

有限会社夏井輸送 本社営業所 東京都練馬区南大泉１－１７－４ 03-3877-3320

稲垣運輸株式会社 本社 東京都練馬区南大泉３－２８－１４ 03-3924-3720

世田谷区

台東区

中央区

千代田区

中野区

練馬区

墨田区

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
センチュリー株式会社 本社 東京都文京区千駄木１丁目２３番６号 03-3822-3211

株式会社寿運送 本社営業所 東京都文京区本郷２－５－８ 03-3813-0558

アクロストランスポート株式会社 東京営業所 東京都港区海岸３－１１－５ 03-5476-5784

ヤマト運輸株式会社 芝浦支店 東京都港区海岸３－１５－１４ 03-3453-3893

阿部運送株式会社 芝浦 東京都港区港南３－４－１２ 03-3471-2141

日本低温運輸株式会社 東京営業所 東京都港区港南５－３－３４ 03-5461-1090

ホクレン運輸株式会社 東京営業所 東京都港区港南５－６－７ 03-5461-2930

東邦海陸運輸株式会社 本社営業所 東京都港区芝浦３－１３－１８ 03-3451-5706

新聞輸送株式会社 読売新聞 東京都港区芝浦４－１６－２７ 03-5621-1151

株式会社アラウン 本社 東京都港区西新橋２－３９－８ 03-3433-3681

東都配送株式会社 本社営業所 東京都港区東新橋２－１１－３ 03-3459-9988

マルフク・ロジスティクス株式会社 本社営業所 東京都港区浜松町２－３－２３ 03-3431-6910

ヤマト運輸株式会社 目黒支店 東京都目黒区中目黒２－６－１３ 03-5768-1595

有澤運送株式会社 本社 東京都目黒区中目黒５－２４－４１ 03-3711-5571

ヤマト運輸株式会社 碑文谷支店 東京都目黒区碑文谷５－１２－１１ 03-5724-4261

丸信産業有限会社 本社営業所 東京都昭島市田中町１－３５－１ 042-541-1648

エヌティ陸送株式会社 拝島営業所 東京都昭島市田中町４－１－１ 0425-49-0353

トールエクスプレスジャパン株式会社 青梅支店 東京都青梅市今井５－２４７７－１ 0428-31-4315

ヤマト運輸株式会社 青梅新町センター 東京都青梅市新町７－５１－１２ 080-5451-6696

ヤマト運輸株式会社 青梅支店 東京都青梅市東青梅５－２２－３ 080-5451-6683

中央車輌輸送株式会社 多摩営業所 東京都青梅市末広町１－２－５ 0428-32-2590

アートコーポレーション株式会社 多摩支店 東京都稲城市百村２１１４－１２ 042-377-0123

佐川急便株式会社 稲城営業所 東京都稲城市百村三号２１３０－１ 042-370-4600

小金井市 武蔵野運送株式会社 本社営業所 東京都小金井市梶野町１－１－２１ 0422-54-3911

株式会社タイセイ・エフ・ティー西関東 国立 東京都国立市泉５丁目２４番１２ 042-580-1911

株式会社引越社関東 国立支店 東京都国立市谷保４２９２－３（３Ｆ） 042-580-2626

株式会社引越社関東 八王子支店 東京都国立市谷保４２９２－３（４Ｆ） 042-580-2663

ヤマト運輸株式会社 国立支店 東京都国立市谷保７０３８－１ 080-5451-6491

新日本物流株式会社 国立事業所 東京都国立市谷保７丁目３－２ 042-846-8338

佐川急便株式会社 府中営業所 東京都国立市谷保字上新田３１５８－３ 042-580-1626

綜合警備保障株式会社 警送東京支社　警送国立支店東京都国立市谷保六丁目１６番地の７ 042-580-1234

アートコーポレーション株式会社 西東京支店 東京都小平市花小金井南町１－１８－５ 042-450-0123

東礼自動車株式会社 小平営業所 東京都小平市学園西町３－２９－１０ 042-341-4851

イヌイ運送株式会社 小平営業所 東京都小平市小川町１－１１２６－７ 042-348-4521

京王運輸株式会社 立川物流センター 東京都立川市泉町９３５－２３３ 042-528-1486

株式会社田邉商店 本社営業所 東京都立川市一番町５－５－１ 042-520-0075

多摩運送株式会社 立川営業所 東京都立川市高松町１－１００－１－２６ 042-526-3121

国立市

小平市

立川市

文京区

港区

目黒区

昭島市

青梅市

稲城市
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
立川市 丸昭運送株式会社 東京営業所 東京都立川市西砂町３丁目６４－３ 042-511-6019

東礼自動車株式会社 多摩営業所 東京都多摩市関戸６－４－１６ 042-371-1773

株式会社新興運輸 多摩第２ 東京都多摩市和田９９３－１ 042-400-6572

ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 多摩営業所東京都調布市深大寺北町３－１－１ 042-484-3054

株式会社神戸運輸 本社営業所 東京都調布市飛田給１－１２－５ 042-483-1326

ヤマト運輸株式会社 ひばりが丘支店 東京都西東京市栄町２－８－１３ 042-423-7461

株式会社渡辺運輸 本社営業所 東京都西東京市泉町６－１２－７ 042-424-3669

ヤマト運輸株式会社 保谷支店 東京都西東京市保谷町４－１－１８ 042-464-0386

株式会社三村運送 八王子 東京都八王子市高倉町２２－１２ 042-643-0880

株式会社フットライトコーポレーション 本社営業所 東京都八王子市左入町４１１－１ 042-696-3456

アートコーポレーション株式会社 八王子営業所 東京都八王子市松木２９－１２ 042-679-0123

株式会社村内サービスセンター 本社営業所 東京都八王子市石川町１０２９ 042-656-1351

ヤマト運輸株式会社 八王子北支店 東京都八王子市石川町１１３－２ 080-5451-7062

西濃運輸株式会社 八王子支店 東京都八王子市石川町２９６８－９ 03-5857-7592

株式会社トランスメイト 八王子営業所 東京都八王子市石川町２９６９－１９ 042-631-3900

山村ロジスティクス株式会社 八王子運輸営業所 東京都八王子市石川町２９６９－１９ 042-631-3178

株式会社サンリツ 運輸事業部（八王子） 東京都八王子市石川町２９６９－２ 042-631-5737

内堀梱包運輸有限会社 本社営業所 東京都八王子市川口町３７５９ 042-654-4298

株式会社ロイヤルコーポレーション 関東営業所 東京都八王子市川口町３８１９番１ 042-659-1034

ＳＢＳロジコム南関東株式会社 八王子営業所 東京都八王子市大和田町１－１１－２２ 042-656-1155

株式会社ベイトランスポート 東京営業所 東京都八王子市東浅川町５６４－１２ 042-650-1322

新潟運輸株式会社 八王子支店 東京都八王子市北野町５８１－１９ 042-645-3181

ヤマト運輸株式会社 八王子中央支店 東京都八王子市北野町５９８－２ 080-5068-3097

有限会社兼雄 本社営業所 東京都東久留米市学園町１－８－７４－６０３ 042-439-7120

株式会社引越社関東 西東京支店 東京都東久留米市柳窪４－７－１ 042-470-8626

株式会社引越社関東 杉並支店 東京都東久留米市柳窪４丁目７番１号 042-429-3001

株式会社スワンサービス 東村山営業所 東京都東村山市恩多町１－１９－２ 042-390-8051

ダイセーロジスティクス株式会社 武蔵野ハブセンター東京都東村山市恩多町５－３４ 042-393-2281

有限会社ケーズライン 本社営業所 東京都東村山市久米川町３－３４－１ 042-399-1488

日野市 新雪運輸株式会社 日野営業所 東京都日野市日野７７７３－５１ 0425-83-4123

アートコーポレーション株式会社 東大和 東京都東大和市芋窪５－１１３７－９ 042-567-0123

多摩恵運輸株式会社 東大和営業所 東京都東大和市蔵敷１－３０６－３ 042-516-8180

株式会社多摩中日運輸 東大和 東京都東大和市中央１－５９８－５ 042-565-3801

株式会社サカイ引越センター 東大和支社 東京都東大和市立野４－４９８－１ 042-516-1141

福生市 佐川急便株式会社 福生営業所 東京都福生市福生２２１７－１ 042-539-5161

株式会社キョウエイ 府中営業所 東京都府中市四谷５－１７－４ 042-354-9557

峯岸運輸株式会社 本社営業所 東京都府中市若松町４－５２－１６ 042-362-3252

八王子市

東久留米市

東村山市

東大和市

府中市

多摩市

調布市

西東京市
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市区郡名 事業所名 住所 電話番号 主な輸送品目（任意掲載）
大丸運輸株式会社 本社営業所 東京都府中市新町１－６３－１ 042-363-5795

株式会社マルミ運輸システム 東京営業所 東京都府中市是政５－１１－１ 042-362-0303

シグマロジスティクス株式会社 府中営業所 東京都府中市晴見町２－３２ 03-6420-0320

株式会社スリーエス・サンキュウ 府中 東京都府中市南町５－３８－１３ 042-362-3616

株式会社ニッコー 本社営業所 東京都町田市小野路町６７－１ 042-734-1010

有限会社ＭＡＮＩＦＥＳＴ 本社営業所 東京都町田市図師町９９４－５　ウエルストンヴィラ２０７ 042-794-4215

株式会社磐根 町田営業所 東京都町田市大蔵町字大蔵２９４番２ 042-737-7477

ＳＧムービング株式会社 西関東営業所 東京都町田市鶴間７－３０－１ 042-788-2922

エヌティ陸送株式会社 本社営業所 東京都三鷹市下連雀５－９－１３ 0422-67-8623

宮本運送株式会社 本社営業所 東京都三鷹市新川１－１４－８ 0422-44-7954

有限会社佐藤清運 本社営業所 東京都三鷹市深大寺３－１１－２ 0422-32-8053

安藤運輸有限会社 本社 東京都三鷹市大沢４－１７－１８ 042-231-2068

小松通商株式会社 本社 東京都三鷹市北野４丁目５－３０ 03-3305-4477

株式会社サン・デイリー 本社営業所 東京都武蔵村山市伊奈平１－２５－１　２階 042-519-7411

川崎陸送株式会社 武蔵村山営業所 東京都武蔵村山市伊奈平１－２６－１ 042-520-2760

デリバリーサービス株式会社 立川ハブセンター 東京都武蔵村山市伊奈平１丁目５３番地の３ 042-520-6130

三興運輸株式会社 本社営業所 東京都武蔵村山市伊奈平２－５ 042-569-2811

株式会社日本運搬社 村山営業所 東京都武蔵村山市伊奈平２－８４ 042-569-0840

永山運送株式会社 西東京営業所 東京都武蔵村山市伊奈平４－１９－１ 042-520-6290

東京ユニオン物流株式会社 立川営業所 東京都武蔵村山市伊奈平５－６５－１ 042-520-2531

有限会社エフティライン 本社営業所 東京都武蔵村山市学園１－１０ 042-590-4545

筑波運輸建設株式会社 本社 東京都武蔵村山市学園１－１２５ 042-516-1717

丸重運輸株式会社 本社 東京都武蔵村山市学園５－１２－２ 042-565-3791

株式会社エム・エス・カンパニー 武蔵村山営業所 東京都武蔵村山市三ツ木２－１７－３ 042-560-6950

株式会社三共運輸 本社営業所 東京都武蔵村山市残堀４－２９－１ 042-560-4906

株式会社ロジメディカル 多摩営業所 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野３－３－１９ 042-539-5100

株式会社船間産業 瑞穂営業所 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎９０５－４（１階） 042-556-1591

横川貨物株式会社 瑞穂営業所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－１０－２ 042-560-5819

新日本物流株式会社 青梅事業所 東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－１－１５ 042-557-2722

株式会社丸運ロジスティクス関東 西多摩営業所 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原９－１１ 042-556-3301

有限会社大網運輸 本社営業所 東京都西多摩区瑞穂町長岡２－５－５ 042-556-0083

大島町 ヤマト運輸株式会社 伊豆大島センター 東京都大島町元町字北の山１２２－５ 04992-2-4313

町田市

三鷹市

武蔵村山市

西多摩郡

府中市

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
　　掲載を希望された事業所のみ掲載しています。 11／11　ページ


